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(57)【要約】
【課題】例えば、蓄電部と電力線との間に流れる電流を
制御する。
【解決手段】蓄電システムは、例えば、電力線に対して
並列接続される複数の蓄電モジュールと、前記電力線に
おけるシステム電圧を取得するシステム電圧取得部とを
有し、前記蓄電モジュールは、１または複数の蓄電池か
らなる蓄電部と、前記蓄電部と前記電力線との間に流れ
る電流を制御する電流制御部と、を有し、前記電流制御
部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に応じ
て、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力線に対して並列接続される複数の蓄電モジュールと、
　前記電力線におけるシステム電圧を取得するシステム電圧取得部と
　を有し、
　前記蓄電モジュールは、
　１または複数の蓄電池からなる蓄電部と、
　前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する電流制御部と、
　を有し、
　前記電流制御部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に応じて、前記蓄電部と
前記電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電システム。
【請求項２】
　前記電流制御部は、
　少なくとも一の可変抵抗と、
　前記可変抵抗の抵抗値を設定する抵抗制御部と
　を有する
　請求項１に記載の蓄電システム。
【請求項３】
　前記抵抗制御部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に基づいて得られる値が
所定値より大きい場合に、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流が所定の電流値以
下となるように、前記抵抗値を設定する
　請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項４】
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に対して接続される前に、前記システム電
圧および該蓄電モジュールの蓄電部の電圧が取得され、
　前記抵抗制御部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に応じて、前記抵抗値を
設定する
　請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項５】
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に接続されてから所定時間、経過後に、該
蓄電モジュールの抵抗制御部は、前記抵抗値を低下させる
　請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項６】
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に接続されてから所定時間、経過後に、該
蓄電モジュールの抵抗制御部は、前記抵抗値を最小値に設定する
　請求項５に記載の蓄電システム。
【請求項７】
　前記蓄電モジュールは、前記可変抵抗をバイパスするバイパス回路を有し、
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に接続されてから所定時間、経過後に、前
記電流制御部は、前記電流の経路を前記バイパス回路に設定する
　請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項８】
　前記蓄電モジュールは、前記蓄電部と前記電力線とを導通または非導通とするブレーカ
ーを有し、
　前記抵抗制御部による前記抵抗値の設定後に、前記ブレーカーが非導通から導通に切り
替えられる
　請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項９】
　前記抵抗制御部は、前記システム電圧と前記蓄電部の電圧との差の絶対値に応じて、前
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記抵抗値を設定する
　請求項２に記載の蓄電システム。
【請求項１０】
　所定の電力線に対して接離可能とされ、
　１または複数の蓄電池からなる蓄電部と、
　前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する電流制御部と、
　を有し、
　前記電流制御部は、前記電力線におけるシステム電圧および前記蓄電部の電圧に応じて
、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電モジュール。
【請求項１１】
　蓄電モジュールが接離可能とされる電力線におけるシステム電圧を取得し、
　前記取得したシステム電圧と、１または複数の蓄電池からなる蓄電部の電圧とに応じて
、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電モジュールにおける制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、蓄電システム、蓄電モジュールおよび制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　システムの稼働中に、システムを構成するユニットを交換、抜去、増設等する、いわゆ
つ、活線挿抜に関する技術が知られている。システムの稼働中にユニットを接続する場合
に、システム内に大電流（突入電流）が流れ、システムが損傷するおそれがある。このた
め、突入電流を低減する提案がなされている（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０９－２８４９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の技術は、電源として電池を用いるものではない。電源として電池を使用す
るシステムにおいても、突入電流を低減することが望ましい。
【０００５】
　したがって、本技術の目的の一つは、上記点を解決し得る蓄電システム、蓄電モジュー
ルおよび制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本技術は、例えば、
　電力線に対して並列接続される複数の蓄電モジュールと、
　電力線におけるシステム電圧を取得するシステム電圧取得部と
　を有し、
　蓄電モジュールは、
　１または複数の蓄電池からなる蓄電部と、
　蓄電部と電力線との間に流れる電流を制御する電流制御部と、
　を有し、
　電流制御部は、システム電圧および蓄電部の電圧に応じて、蓄電部と電力線との間に流
れる電流を制御する
　蓄電システムである。
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【０００７】
　本技術は、例えば、
　所定の電力線に対して接離可能とされ、
　１または複数の蓄電池からなる蓄電部と、
　蓄電部と電力線との間に流れる電流を制御する電流制御部と、
　を有し、
　電流制御部は、電力線におけるシステム電圧および蓄電部の電圧に応じて、蓄電部と電
力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電モジュールである。
【０００８】
　本技術は、例えば、
　蓄電モジュールが接離可能とされる電力線におけるシステム電圧を取得し、
　取得したシステム電圧と、１または複数の蓄電池からなる蓄電部の電圧とに応じて、蓄
電部と電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電モジュールにおける制御方法である。
【発明の効果】
【０００９】
　少なくとも一つの実施形態によれば、電源として電池を使用するシステムにおいて、突
入電流を低減する制御を行うことができる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで
例示あって、それにより本技術の内容が限定されて解釈されるものではない。また、例示
した効果と異なる効果が得られることを否定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一般的な蓄電システムの構成を説明するための図である。
【図２】一般的な蓄電モジュールの構成を説明するための図である。
【図３】本技術の一実施形態における蓄電システムの構成を説明するための図である。
【図４】本技術の一実施形態における蓄電モジュールの構成を説明するための図である。
【図５】本技術の一実施形態における蓄電モジュールの処理の流れの一例を説明するため
のフローチャートである。
【図６】本技術の一実施形態における可変抵抗の抵抗値を設定する処理の一例を説明する
ための図である。
【図７】本技術の変形例における蓄電モジュールの構成を説明するための図である。
【図８】本技術の応用例を説明するための図である。
【図９】本技術の応用例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本技術の実施形態等について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以下の
順序で行う。
＜１．一実施形態＞
＜２．変形例＞
＜３．応用例＞
　以下に説明する実施形態等は本技術の好適な具体例であり、本技術の内容がこれらの実
施形態等に限定されるものではない。
【００１２】
＜１．一実施形態＞
「一般的な蓄電システムおよび蓄電モジュールの構成の一例」
　本技術の理解を容易とするために、始めに、一般的な蓄電システムおよび蓄電モジュー
ルの一例について、説明する。
【００１３】
　図１は、一般的な蓄電システムの構成の一例を説明するための図である。蓄電システム
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１は、ＥＭＵ(Energy Management Unit)１０と、複数の蓄電モジュールとを含む。図１で
は、複数の蓄電モジュールの一例として、蓄電モジュール１１ａと、蓄電モジュール１１
ｂと、蓄電モジュール１１ｃと、蓄電モジュール１１ｄとが図示されている。個々の蓄電
モジュールを区別する必要がない場合には、蓄電モジュール１１と適宜、称する。
【００１４】
　ＥＭＵ１０と蓄電モジュール１１とか、所定の通信ラインＳＬ１を介して接続される。
通信ラインＳＬ１を介して、ＥＭＵ１０と蓄電モジュール１１との間で、データやコマン
ドのやり取りが可能とされる。
【００１５】
　複数の蓄電モジュール１１は、所定の電力ラインＰＬ１に対して並列接続される。蓄電
モジュール１１は、電力ラインＰＬ１を介して負荷１３に接続される。負荷１３の内容は
、蓄電システム１の用途に応じて、適宜、設定することができる。蓄電システム１の稼働
時には、電力ラインＰＬ１に電圧Ｖｓｙｓ１が発生する。
【００１６】
　図２は、一般的な蓄電モジュールの構成の一例を説明するための図である。図２では、
蓄電モジュール１１ａが図示されているが、蓄電モジュール１１ｂ等の他の蓄電モジュー
ルも同様の構成を有する。なお、図２では、電力の経路が実線により示され、データや制
御コマンドの経路が点線により示されている。
【００１７】
　蓄電モジュール１１ａは、例えば、モジュールコントローラ２１と、ＢＭＵ(Battery M
anagement Unit)２２と、蓄電部２３と、ＰＶ(Photovoltaic)充電器２４と、ＡＣ(Altern
ating Current)－ＤＣ(Direct Current)２５とを含む。ＰＶ充電器２４は、蓄電モジュー
ル１１ａの外部のＰＶパネル１４に対して接続される。ＡＣ－ＤＣコンバータ２５は、蓄
電モジュール１１ａの外部の系統電力１５に接続される。なお、これらの構成については
、本技術の一実施形態における蓄電モジュールの構成を説明する際に、具体的に説明する
。
【００１８】
　蓄電モジュール１１は、電力ラインＰＬ１に対して接離可能とされる。例えば、蓄電シ
ステム１の稼働中に、複数の蓄電モジュール１１のうちの蓄電モジュール１１ａを電力ラ
インＰＬ１から切り離すことができる。例えば、蓄電モジュール１１ａの点検、修理等の
メンテナンスを行う際に、蓄電モジュール１１ａが電力ラインＰＬ１から切り離される。
【００１９】
　メンテナンスの終了後、蓄電モジュール１１ａが電力ラインＰＬ１に対して再度、接続
される。この接続の際に、例えば、電圧Ｖｓｙｓ１が蓄電部２３の電圧Ｖｂａｔｔ１より
所定以上、大きい場合には、蓄電部２３と電力ラインＰＬ１との間の電力ラインを、蓄電
部２３の定格を超える突入電流が、蓄電部２３に向かって流れるおそれがある。一方、電
圧Ｖｂａｔｔ１が電圧Ｖｓｙｓ１より所定以上、大きい場合には、蓄電部２３から負荷１
３に向かう突入電流が流れるおそれがある。
【００２０】
　蓄電モジュール１１ａを電力ラインＰＬ１に接続する際には、突入電流が流れることを
防止するために電圧Ｖｓｙｓ１と電圧Ｖｂａｔｔ１との電位差に注意しなければならず、
接続作業に時間と手間がかかるという問題あった。さらに、蓄電モジュール１１ａを電力
ラインＰＬ１に接続する際の手順を誤ると、突入電流が流れるおそれがある、という問題
があった。以下、このような問題に鑑みてなされた本技術の一実施形態について説明する
。
【００２１】
「蓄電部の一例」
　本技術の一実施形態の説明に先立ち、一実施形態における蓄電部の一例について説明す
る。蓄電部は、例えば、複数の２次電池により構成される。蓄電部を構成する２次電池は
、例えば、正極活物質と、黒鉛等の炭素材料を負極活物質として含むリチウムイオン２次
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電池である。正極材料として特に限定はないが、好ましくは、オリビン構造を有する正極
活物質を含有するものである。
【００２２】
　オリビン構造を有する正極活物質としてさらに好ましくは、リチウム鉄リン酸化合物（
ＬｉＦｅＰＯ4 ）、または、異種原子を含有するリチウム鉄複合リン酸化合物（ＬｉＦｅ

xＭ1-xＯ4 ：Ｍは１種類以上の金属、ｘは０＜ｘ＜１である。）が好ましい。ここで、「
主体」とは、正極活物質層の正極活物質総質量の５０％以上を意味する。また、Ｍが２種
以上の場合は、各々の下付数字の総和が１－ｘとなるように選定される。
【００２３】
　Ｍとしては、遷移元素、ＩＩＡ族元素、ＩＩＩＡ族元素、ＩＩＩＢ族元素、ＩＶＢ族元
素等が挙げられる。特にコバルト（Ｃｏ），ニッケル，マンガン（Ｍｎ），鉄，アルミニ
ウム，バナジウム（Ｖ），およびチタン（Ｔｉ）のうちの少なくとも１種を含むものが好
ましい。
【００２４】
　正極活物質は、リチウム鉄リン酸化合物またはリチウム鉄複合リン酸化合物の表面に、
該酸化物とは異なる組成の金属酸化物（例えば、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｌｉなどから選択されるも
の）やリン酸化合物（例えば、リン酸リチウム等）等を含む被覆層が施されていてもよい
。
【００２５】
　リチウム（Ｌｉ）を吸蔵および放出することが可能な正極材料として、層状岩塩構造を
有するコバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ2）、ニッケル酸リチウム（ＬｉＮｉＯ2）、マン
ガン酸リチウム（ＬｉＭｎＯ2）、スピネル構造を有するマンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ2

Ｏ4）などのリチウム複合酸化物が使用されてもよい。
【００２６】
　本技術における黒鉛としては、特に限定はなく、業界において用いられる黒鉛材料を広
く用いることができる。負極の材料として、チタン酸リチウム、シリコン（Ｓｉ）系材料
、スズ（Ｓｎ）系材料等が使用されてもよい。
【００２７】
　本技術にかかる電池の電極の製造法としては、特に限定はなく、業界において用いられ
ている方法を広く用いることができる。
【００２８】
　本技術における電池構成としては、特に限定はなく、公知の構成を広く用いることがで
きる。
【００２９】
　本技術に用いられる電解液としては、特に限定はなく、液状、ゲル状を含み、業界にお
いて用いられる電解液を広く用いることができる。
【００３０】
　電解液溶媒として好ましくは、４－フルオロ－１，３－ジオキソラン－２－オン（ＦＥ
Ｃ）、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ブチレン、炭酸ビニレン（ＶＣ）、炭酸ジメ
チル、炭酸ジエチル、炭酸エチルメチル、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、１
，２－ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン、１，３
－ジオキソラン、４－メチル－１，３－ジオキソラン、酢酸メチル、プロピオン酸メチル
、プロピオン酸エチル、アセトニトリル、グルタロニトリル、アジポニトリル、メトキシ
アセトニトリル、３－メトキシプロピロニトリル、Ｎ，Ｎ－ジメチルフォルムアミド、Ｎ
－メチルピロリジノン、Ｎ－メチルオキサゾリジノン、ニトロメタン、ニトロエタン、ス
ルホラン、ジメチルスルフォキシド、リン酸トリメチル、リン酸トリエチル、エチレンス
ルフィド、およびビストリフルオロメチルスルホニルイミドトリメチルヘキシルアンモニ
ウム、さらに好ましくは４－フルオロ－１，３－ジオキソラン－２－オン（ＦＥＣ）、炭
酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ブチレン、炭酸ビニレン（ＶＣ）、炭酸ジメチル、炭
酸ジエチル、炭酸エチルメチル、γ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトンである。
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【００３１】
　電解液支持塩として好ましくは、六フッ化リン酸リチウム（ＬｉＰＦ6）、ビス（ペ
ンタフルオロエタンスルホニル）イミドリチウム（Ｌｉ（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ）、過塩素酸
リチウム（ＬｉＣｌＯ4）、六フッ化ヒ酸リチウム（ＬｉＡｓＦ6）、四フッ化ホウ酸リチ
ウム（ＬｉＢＦ4）、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム（ＬｉＳＯ3ＣＦ3）、ビス
（トリフルオロメタンスルホニル）イミドリチウム（Ｌｉ（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ）、トリス
（トリフルオロメタンスルホニル）メチルリチウム（ＬｉＣ（ＳＯ2ＣＦ3）3である。
【００３２】
　リチウムイオン２次電池は、形状に応じて角型、円筒型等に分類することができる。本
技術では一例として、円筒型のリチウムイオン２次電池が使用される。蓄電池の一例であ
る１の円筒型のリチウムイオン２次電池を、セルと適宜、称する。リチウムイオン２次電
池のセルの平均的な出力電圧は、例えば、３．０Ｖ（ボルト）程度であり、満充電電圧は
、例えば、４．２Ｖ程度である。また、リチウムイオン２次電池のセルの容量は、例えば
、３Ａｈ（アンペアアワー）（３０００ｍＡｈ（ミリアンペアアワー））である。
【００３３】
　複数のセルが接続されることにより、サブモジュールが形成される。サブモジュールは
、例えば、８個のセルが並列に接続された構成を有する。この場合のサブモジュールの容
量は、２４Ａｈ程度となり、電圧は、セルの電圧と略同じ３．０Ｖ程度となる。
【００３４】
　例えば、１６のサブモジュールが直列に接続されることにより蓄電部が構成される。こ
の場合の蓄電部の容量は、２４Ａｈ程度となり、電圧は、４８Ｖ（３．０Ｖ×１６）程度
となる。蓄電部が、他の構成要素とともに共通のケース内に収納されることにより一の蓄
電モジュールが形成される。
【００３５】
　なお、蓄電部の構成は、用途等に応じて適宜、変更することができる。さらに、リチウ
ムイオン２次電池に限らず、リチウムイオン２次電池以外の２次電池（ナトリウム－硫黄
電池、ニッケル水素電池等）や、キャパシタ（電気二重層キャパシタ等）、これらを組み
合わせたものにより蓄電部が構成されてもよい。
【００３６】
「一実施形態における蓄電システムおよび蓄電モジュールの構成の一例」
　図３は、本技術の一実施形態における蓄電システムの構成の一例を説明するための図で
ある。蓄電システム２は、ＥＭＵ３０と、複数の蓄電モジュールとを含む。図３では、複
数の蓄電モジュールの一例として、蓄電モジュール３１ａと、蓄電モジュール３１ｂと、
蓄電モジュール３１ｃと、蓄電モジュール３１ｄとが図示されている。個々の蓄電モジュ
ールを区別する必要がない場合には、蓄電モジュール３１と適宜、称する。
【００３７】
　ＥＭＵ３０は、蓄電システム２における上位のコントローラとして機能し、蓄電システ
ム２の各部を制御する。また、ＥＭＵ３０は、電圧センサ等（図示は省略している）によ
り測定される電力ラインＰＬ１０におけるシステム電圧（後述する電圧Ｖｓｙｓ１０）を
取得する、システム電圧取得部として機能する。ＥＭＵ３０は、例えば、所定の周期でも
ってシステム電圧を取得する。
【００３８】
　ＥＭＵ３０と蓄電モジュール３１とが、所定の通信ラインＳＬ１０を介して接続される
。通信ラインＳＬ１０を介して、ＥＭＵ３０と蓄電モジュール３１との間で、所定の通信
規格に基づく、データや制御コマンドのやり取りが可能とされる。
【００３９】
　複数の蓄電モジュール３１は、所定の電力ラインＰＬ１０に対して並列接続される。蓄
電モジュール３１は、電力ラインＰＬ１０を介して負荷３３に接続される。負荷３３の内
容は、蓄電システム２の用途に応じて、適宜、設定することができる。蓄電システム２の
稼働時には、電力ラインＰＬ１０にシステム電圧の一例である電圧Ｖｓｙｓ１０が発生す
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る。
【００４０】
　図４は、本技術の一実施形態における蓄電モジュールの構成の一例を説明するための図
である。図４では、蓄電モジュール３１ａが図示されているが、蓄電モジュール３１ｂ等
の他の蓄電モジュールも同様の構成を有する。なお、図４では、電力の経路が実線により
示され、データや制御コマンドの経路が点線により示されている。
【００４１】
　蓄電モジュール３１ａは、例えば、ＰＶパネル３４、系統電力３５および負荷３３に接
続される。ＰＶパネル３４は、例えば、屋根、屋外等に設置される太陽電池モジュールで
ある。太陽電池モジュールは、複数の太陽電池を接続してパネル状としたものであり、ソ
ーラーパネルとも称される。通常、複数枚の太陽電池モジュールが並べて設置され、太陽
電池アレイが構成される。
【００４２】
　ＰＶパネル３４に対してパワーコンディショナ（図示は省略している）が接続される。
パワーコンディショナは、最大電力点追従制御(Maximum Power Point Tracking:MPPT)と
称される制御を行う。この制御は、太陽電池モジュールの発電電力の変動に追従して、常
に最大の電力点を追いかける方式である。このパワーコンディショナの出力が外部電力系
統の電力供給ラインに接続され、太陽電池モジュールの発電電力（余剰電力）が売電され
る構成としてもよい。
【００４３】
　系統電力３５は、例えば、商用電力である。電力供給者の発電所にて発電した電力（交
流電力）が図示しない送電網、配電網を介して系統電力３５に供給される。負荷３３は、
冷蔵庫やテレビジョン装置等の電子機器のほか、大規模なシステムなど、用途に応じて適
宜、設定できる。
【００４４】
　蓄電モジュール３１ａは、例えば、モジュールコントローラ４１と、ＢＭＵ４２と、蓄
電部４３と、ＰＶ充電器４４と、ＡＣ－ＤＣ４５と、ブレーカー４６と、可変抵抗４７と
を含む。ＰＶ充電器４４は、蓄電モジュール３１ａの外部のＰＶパネル３４に対して接続
される。ＡＣ－ＤＣコンバータ４５は、蓄電モジュール３１ａの外部の系統電力３５に接
続される。
【００４５】
　モジュールコントローラ４１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)等により構成され
、蓄電モジュール３１ａの各部を制御する。モジュールコントローラ４１が、プログラム
等が格納されるＲＯＭ(Read Only Memory)や、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ(R
andom Access Memory)を有する構成としてもよい。モジュールコントローラ４１が、例え
ば、ＢＭＵ４２と、ＰＶ充電器４４と、ＡＣ－ＤＣコンバータ４５と、ブレーカー４６と
、可変抵抗４７とに対する制御を実行する。
【００４６】
　モジュールコントローラ４１は、ＥＭＵ３０と通信を行うことにより、ＥＭＵ３０から
電力ラインＰＬ１０における電圧Ｖｓｙｓ１０を取得する。また、モジュールコントロー
ラ４１は、蓄電部４３の電圧Ｖｂａｔｔ１０を取得する。蓄電部４３の電圧Ｖｂａｔｔ１
０は、例えば、電圧センサ（図示は省略している）等により測定される。
【００４７】
　なお、モジュールコントローラ４１は、例えば、ＢＭＵ４２がオフしている場合でも動
作し続ける。この場合のモジュールコントローラ４１の電源としては、ＰＶパネル３４お
よびＰＶ充電器４４を介して供給される電力でもよく、系統電力３５およびＡＣ－ＤＣコ
ンバータ４５を介して供給される電力でもよい。蓄電部４３の電力がモジュールコントロ
ーラ４１のみに供給されるようにしてもよい。
【００４８】
　一例として、モジュールコントローラ４１と可変抵抗４７とにより、電流制御部が構成
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される。この場合、モジュールコントローラ４１は、可変抵抗４７の抵抗値を設定する抵
抗制御部として機能する。モジュールコントローラ４１は、電圧Ｖｓｙｓ１０および電圧
Ｖｂａｔｔ１０に応じて可変抵抗４７の抵抗値を適切に設定する。モジュールコントロー
ラ４１により可変抵抗４７の抵抗値が適切に設定されることにより、蓄電部４３と電力ラ
インＰＬ１０との間に流れる電流が制御される。
【００４９】
　モジュールコントローラ４１は、例えば、電圧Ｖｓｙｓ１０および電圧Ｖｂａｔｔ１０
に基づいて得られる値（例えば、差分値）が所定値より大きい場合に、蓄電部４３と電力
ラインＰＬ１０との間に流れる電流が所定の電流値以下となるように、可変抵抗４７の抵
抗値を設定する。
【００５０】
　ＢＭＵ４２は、蓄電部４３に対して接続される。例えば、ＢＭＵ４２は、ＦＥＴ(Field
 Effect Transistor)等のスイッチング素子（図示は省略している）を介して蓄電部４３
に接続される。ＢＭＵ４２がこのＦＥＴのオン／オフを切り替えることにより、蓄電モジ
ュール３１ａ内外のシステムへの蓄電部４３の接続を制御できる。ＦＥＴがオンされると
蓄電部４３が蓄電モジュール３１ａ内のシステムに接続される。さらに、ブレーカー４６
がオンされると、蓄電部４３が蓄電モジュール３１ａ外のシステムに接続される。
【００５１】
　ＢＭＵ４２は、蓄電部４３の状態（残容量、電池電圧、電池温度等）を監視し、適切な
充放電動作が行われるように動作する。ＢＭＵ４２は、ＦＥＴ等からなる充電制御スイッ
チおよび放電制御スイッチ（これらの図示は省略している）のオン／オフを適切に制御し
、蓄電部４３に対する充放電を制御する。ＢＭＵ４２は、例えば、蓄電部４３の電圧Ｖｂ
ａｔｔ１０をモジュールコントローラ４１に対して送信する。
【００５２】
　蓄電部４３の詳細については既述してあるため、重複した説明を省略する。
【００５３】
　ＰＶ充電器４４は、例えば、ＤＣ－ＤＣコンバータを含む構成を有する。ＰＶ充電器４
４は、例えば、ＰＶパネル３４が発電した電力を安定化するとともに、所定の電圧に変換
する機能を有する。ＰＶ充電器４４から所定の電圧が出力され、負荷３３や蓄電部４３に
供給される。
【００５４】
　ＰＶ充電器４４は、例えば、蓄電部４３から供給される電力を使用して動作する。ＰＶ
充電器４４のための電源が別途、設けられてもよい。ＰＶ充電器４４が、ＰＶパネル３４
が生成する電力により動作するようにしてもよい。すなわち、ＰＶパネル３４から供給さ
れる電圧が閾値を超えた場合に、ＰＶ充電器４４が自律的に起動し動作するようにしても
よい。
【００５５】
　ＡＣ－ＤＣコンバータ４５は、系統電力３５から供給される交流電力から直流電力を形
成する。ＡＣ－ＤＣコンバータ４５により形成された直流電力が負荷３３や蓄電部４３に
供給される。
【００５６】
　ブレーカー４６は、蓄電部４３と電力ラインＰＬ１０とを導通または非導通とするもの
である。ブレーカー４６のオン／オフは、例えば、モジュールコントローラ４１により制
御される。ブレーカー４６をオフすることにより、蓄電モジュール３１ａを蓄電システム
２から切り離すことができる。
【００５７】
　可変抵抗４７は、抵抗値を可変できる抵抗である。例えば、可変抵抗４７の抵抗値を大
きくすることにより、電力ラインＰＬ１０と蓄電部４３との間に流れる電流を制限するこ
とができる。例えば、突入電流が流れるおそれがある場合に可変抵抗４７の抵抗値を大き
く設定することにより、突入電流を低減できる。可変抵抗４７の抵抗値は、例えば、モジ
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ュールコントローラ４１の制御に応じて設定される。
【００５８】
　なお、電力ラインＰＬ１０と蓄電部４３との間に流れる電流を制御できる構成であれば
、可変抵抗以外の素子が使用されてもよい。可変抵抗４７に代えて、ポリスイッチや、複
数の素子からなる電流制限回路が使用されてもよい。
【００５９】
　なお、蓄電モジュール３１ａの出力段に、ＤＣ－ＡＣインバータが設けられてもよい。
ＤＣ－ＡＣインバータは、蓄電モジュール３１ａから出力される直流電力から商用電力と
同様のレベルおよび周波数の交流電力を形成する。ＤＣ－ＡＣインバータにより形成され
た交流電力が負荷３３に供給されてもよい。
【００６０】
「電力の流れの一例」
　蓄電モジュール３１ａにおける電力の流れの一例について説明する。蓄電モジュール３
１ａでは、ＰＶパネル３４から供給される直流電力に基づいて、蓄電部４３を充電するこ
とができる。すなわち、ＰＶパネル３４から供給される直流電圧がＰＶ充電器４４により
適切な直流電圧に変換される。ＰＶ充電器４４により形成される直流電圧が蓄電部４３に
供給され、蓄電部４３が充電される。
【００６１】
　さらに、蓄電モジュール３１ａでは、系統電力３５から供給される交流電力に基づいて
蓄電部４３を充電することができる。系統電力３５から供給される交流電圧がＡＣ－ＤＣ
コンバータ４５により直流電圧に変換される。直流電圧が介して蓄電部４３に供給され、
蓄電部４３が充電される。なお、蓄電部４３の充電は、例えば、定電流（ＣＣ）－定電圧
（ＣＶ）方式による充電が行われる。蓄電部４３を充電する際に、低電流による初期充電
が行われるようにしてもよい。
【００６２】
　蓄電モジュール３１ａは、ＰＶパネル３４から供給される電力を負荷３３に対して供給
することができる。ＰＶパネル３４から供給される直流電圧がＰＶ充電器４４により所定
の電圧に変換され、直流電力が形成される。ＰＶ充電器４４により形成された直流電力が
負荷３３に対して供給される。
【００６３】
　蓄電モジュール３１ａは、系統電力３５から供給される交流電力を負荷３３に対して供
給することができる。系統電力３５から供給される交流電力がＡＣ－ＤＣコンバータ４５
に供給される。ＡＣ－ＤＣコンバータ４５は、交流電力から直流電力を形成し出力する。
ＡＣ－ＤＣコンバータ４５から出力される直流電力が負荷３３に供給される。
【００６４】
　蓄電モジュール３１ａは、蓄電部４３の放電による電力を負荷３３に供給することがで
きる。蓄電部４３の放電による直流電力がＢＭＵ４２、可変抵抗４７およびブレーカー４
６を介して負荷３３に供給される。さらに、例えば、系統電力３５から供給される電力を
負荷３３に供給しつつ、ＰＶパネル３４から供給される電力により蓄電部４３を充電する
ようにしてもよい。
【００６５】
「蓄電モジュールの動作の一例」
　図５および図６を参照して、蓄電モジュール３１ａの動作の一例について説明する。な
お、蓄電モジュール３１ｂ等の他の蓄電モジュールの動作も同様である。
【００６６】
　図５は、蓄電モジュール３１ａの動作の一例を説明するためのフローチャートである。
なお、以下に説明する処理は、特に断らない限り、モジュールコントローラ４１による制
御により行われる。
【００６７】
　ステップＳＴ１０１では、モジュールコントローラ４１が、ブレーカー４６の状態を確
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認し、自モジュール（この例では、蓄電モジュール３１ａ）が蓄電システム２の電力ライ
ンＰＬ１０に接続されているか否かを確認する。蓄電モジュール３１ａが電力ラインＰＬ
１０に接続されている場合には、処理がステップＳＴ１０１に戻る。そして、ステップＳ
Ｔ１０１の判断が定期的に繰り返される。蓄電モジュール３１ａが電力ラインＰＬ１０に
接続されていない場合には、処理がステップＳＴ１０２に進む。
【００６８】
　ステップＳＴ１０２では、モジュールコントローラ４１が、自システムのＢＭＵ４２の
オン／オフを確認する。ＢＭＵ４２がオフである場合には、モジュールコントローラ４１
は、蓄電モジュール３１ａがメンテナンス等されているものと判断する。そして、処理が
ステップＳＴ１０２に戻り、ステップＳＴ１０２の判断が繰り返される。ＢＭＵ４２がオ
ンである場合には、処理がステップＳＴ１０３に進む。
【００６９】
　例えば、蓄電モジュール３１ａが電力ラインＰＬ１０に接続される前に、電圧Ｖｓｙｓ
１０および電圧Ｖｂａｔｔ１０を取得する処理が行われる。すなわち、ステップＳＴ１０
３では、モジュールコントローラ４１は、ＥＭＵ１０と通信を行い、ＥＭＵ１０からシス
テムの電圧（電圧Ｖｓｙｓ１０）を取得する。そして、処理がステップＳＴ１０４に進む
。
【００７０】
　ステップＳＴ１０４では、モジュールコントローラ４１は、ＢＭＵ４２と通信を行い、
ＢＭＵ４２から蓄電部４３の電圧（電圧Ｖｂａｔｔ１０）を取得する。モジュールコント
ローラ４１には、電圧Ｖｓｙｓ１０および電圧Ｖｂａｔｔ１０が入力される。そして、処
理がステップＳＴ１０５に進む。
【００７１】
　ステップＳＴ１０５では、モジュールコントローラ４１が、電圧Ｖｓｙｓ１０と電圧Ｖ
ｂａｔｔ１０の差分の絶対値（｜電圧Ｖｓｙｓ１０－電圧Ｖｂａｔｔ１０｜）であるＶｄ
ｉｆｆを算出する。そして、処理がステップＳＴ１０６に進む。
【００７２】
　ステップＳＴ１０６では、蓄電モジュール３１ａの定格電流とＶｄｉｆｆとに基づいて
、可変抵抗４７の抵抗値Ｒｃｏｎｔを設定する。ここで、図６の縦軸がＶｄｉｆｆを示し
、横軸が電流を示すとすると、オームの法則によりＶｄｉｆｆは、抵抗値Ｒｃｏｎｔを傾
きとする１次関数となる。
【００７３】
　例えば、定格電流をＩｍａｘ、ＶｄｉｆｆをＶ１と仮定すると、抵抗値Ｒｃｏｎｔは図
６にしたがってＲ１より大きい値が選択される。具体例として、Ｖ１が５０ＶでＩｍａｘ
が２０Ａとすると、Ｒ１の抵抗値は２．５Ω（オーム）以上の値に設定される。
【００７４】
　例えば、定格電流をＩｍａｘ、ＶｄｉｆｆがＶ２と仮定すると、抵抗値Ｒｃｏｎｔは図
６にしたがってＲ２より大きい値が選択される。具体例として、Ｖ２が４０ＶでＩｍａｘ
が２０Ａとすると、Ｒ２の抵抗値は２．０Ω以上の値に設定される。可変抵抗４７の抵抗
値Ｒｃｏｎｔが決定された後に、処理がステップＳＴ１０７に進む。
【００７５】
　ステップＳＴ１０７では、モジュールコントローラ４１がＢＭＵ４２に対して蓄電部４
３を蓄電システム２に接続するための制御を行うように指示する。この指示に応じて、Ｂ
ＭＵ４２は、例えば、ＦＥＴスイッチをオンする。これにより、蓄電部４３を蓄電システ
ム２に接続するための準備がなされる。
【００７６】
　さらに、モジュールコントローラ４１は、ブレーカー４６をオンし、蓄電モジュール３
１ａを蓄電システム２に接続する。可変抵抗４７の抵抗値Ｒｃｏｎｔが適切な値に設定さ
れているため、蓄電部４３に対して、若しくは、負荷３３に対して突入電流（例えば、定
格以上の電流）が流れることを防止できる。すなわち、抵抗値Ｒｃｏｎｔを適切な値に設
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定することにより、蓄電部４３と電力ラインＰＬ１０との間に流れる電流を、所定の電流
値以下（例えば、定格電流以下）とすることができる。
【００７７】
　なお、蓄電モジュール３１ａが接続されてから所定時間、経過後には、電圧Ｖｓｙｓ１
０および電圧Ｖｂａｔｔ１０の差分が減少し、蓄電システム２全体が定常状態へと移行す
る。所定時間は、蓄電モジュール３１ａの出力電圧等に応じて異なる時間であるが、一例
としては、１秒程度に設定される。一実施形態では、さらに、ステップＳＴ１０８の処理
を行うようにしている。
【００７８】
　ステップＳＴ１０８では、モジュールコントローラ４１が、所定時間、経過後に抵抗値
Ｒｃｏｎｔを低下させる。例えば、モジュールコントローラ４１は、所定時間、経過後に
抵抗値Ｒｃｏｎｔを最小に設定する。これにより、蓄電モジュール３１ａが通常の充放電
を行う際に、可変抵抗４７による電圧降下等の損失が生じることを抑制できる。
【００７９】
　以上、説明したように、一実施形態では、電力線と蓄電部との間に流れる電流を制御で
きる。さらに、一実施形態によれば、可変抵抗の適切な抵抗値が自動で設定されるため、
蓄電モジュールのシステムへの接続時に定格を超える電流が流れることを防止できる。可
変抵抗の抵抗値は瞬時に設定されるため、蓄電モジュールをシステムへ接続する際の時間
を大幅に短縮できる。さらに、蓄電モジュールのシステムへの接続が自動で行われるため
、人為的なミス等に起因して突入電流が流れてしまうことを防止できる。
【００８０】
＜２．変形例＞
　以上、本技術の実施形態について具体的に説明したが、本技術は、上述の実施形態に限
定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【００８１】
　図７は、蓄電モジュールの変形例を説明するためのブロック図である。なお、図７では
、蓄電モジュール３１ａと同一の構成については同一の符号を付し、重複した説明を省略
している。
【００８２】
　変形例における蓄電モジュール５０は、モジュールコントローラ５１と、可変抵抗４７
をバイパスするバイパス回路５２を有する。バイパス回路５２は、例えば、可変抵抗４７
に対して並列に接続されるスイッチ５２ａを含む。
【００８３】
　蓄電モジュール５０の動作の一例について説明する。蓄電モジュール５０のモジュール
コントローラ５１は、蓄電モジュール３１ａのモジュールコントローラ４１と同様に、可
変抵抗４７の抵抗値を適切に設定する。これにより、蓄電モジュール５０が電力ラインＰ
Ｌ１０に接続された際に生じ得る突入電流を低減できる。なお、蓄電モジュール５０が電
力ラインＰＬ１０に接続される際には、バイパス回路５２のスイッチ５２ａはオフされて
いる。
【００８４】
　モジュールコントローラ５１は、蓄電モジュール５０が電力ラインＰＬ１０に接続され
てから所定時間、経過後に、スイッチ５２ａをオンする。スイッチ５２ａをオンすること
により、電流の経路が可変抵抗４７を含む回路からバイパス回路５２に変更される。可変
抵抗４７の抵抗値を厳密に０にすることは困難であるが、バイパス回路５２には抵抗が接
続されていないため、蓄電モジュール５０が通常の充放電を行う際に、抵抗に起因する損
失が生じることを防止できる。
【００８５】
　上述した変形例の他にも、本技術は、技術的な矛盾が生じない範囲で各種の変形が可能
である。例えば、電圧Ｖｓｙｓと電圧Ｖｂａｔｔとの差分の絶対値が所定値より小さい場
合には、突入電流が流れるおそれが低いため、可変抵抗の抵抗値を最小に設定してもよい
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。
【００８６】
　上述した一実施形態では、電圧Ｖｓｙｓと電圧Ｖｂａｔｔとの差分の絶対値から可変抵
抗の抵抗値を算出するようにした。これに代えて、電圧Ｖｓｙｓと電圧Ｖｂａｔｔとの差
分の絶対値に対応する抵抗値が記述されたテーブルがＲＯＭ等に格納されてもよい。そし
て、モジュールコントローラが、電圧Ｖｓｙｓと電圧Ｖｂａｔｔとの差分の絶対値に対応
する抵抗値を当該テーブルから読み出すようにしてもよい。抵抗値が記述されたテーブル
が、ネットワーク等を介して蓄電モジュールに入力されてもよい。
【００８７】
　複数の蓄電モジュールが直接に接続されることにより、蓄電モジュール群が形成されて
もよい。複数の蓄電モジュール群が電力ラインに対して並列接続されてもよい。蓄電モジ
ュールが電力ラインに対して直並列接続される場合も、特許請求の範囲における、蓄電モ
ジュールが電力ラインに並列接続される、ことに含まれる。
【００８８】
　本技術は、装置に限らず、方法、システム、プログラム等により実現することができる
。実施形態等における構成および処理は、技術的な矛盾が生じない範囲で適宜組み合わせ
ることができる。例示した処理の流れにおけるそれぞれの処理の順序は、技術的な矛盾が
生じない範囲で適宜、変更できる。
【００８９】
　本技術は、以下の構成もとることができる。
（１）
　電力線に対して並列接続される複数の蓄電モジュールと、
　前記電力線におけるシステム電圧を取得するシステム電圧取得部と
　を有し、
　前記蓄電モジュールは、
　１または複数の蓄電池からなる蓄電部と、
　前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する電流制御部と、
　を有し、
　前記電流制御部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に応じて、前記蓄電部と
前記電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電システム。
（２）
　前記電流制御部は、
　少なくとも一の可変抵抗と、
　前記可変抵抗の抵抗値を設定する抵抗制御部と
　を有する
　（１）に記載の蓄電システム。
（３）
　前記抵抗制御部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に基づいて得られる値が
所定値より大きい場合に、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流が所定の電流値以
下となるように、前記抵抗値を設定する
　（２）に記載の蓄電システム。
（４）
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に対して接続される前に、前記システム電
圧および該蓄電モジュールの蓄電部の電圧が取得され、
　前記抵抗制御部は、前記システム電圧および前記蓄電部の電圧に応じて、前記抵抗値を
設定する
　（２）または（３）に記載の蓄電システム。
（５）
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に接続されてから所定時間、経過後に、該
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蓄電モジュールの抵抗制御部は、前記抵抗値を低下させる
　（２）乃至（４）のいずれかに記載の蓄電システム。
（６）
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に接続されてから所定時間、経過後に、該
蓄電モジュールの抵抗制御部は、前記抵抗値を最小値に設定する
　（５）に記載の蓄電システム。
（７）
　前記蓄電モジュールは、前記可変抵抗をバイパスするバイパス回路を有し、
　少なくとも一の蓄電モジュールが前記電力線に接続されてから所定時間、経過後に、前
記電流制御部は、前記電流の経路を前記バイパス回路に設定する
　（２）乃至（４）のいずれかに記載の蓄電システム。
（８）
　前記蓄電モジュールは、前記蓄電部と前記電力線とを導通または非導通とするブレーカ
ーを有し、
　前記抵抗制御部による前記抵抗値の設定後に、前記ブレーカーが非導通から導通に切り
替えられる
　（２）乃至（７）のいずれかに記載の蓄電システム。
（９）
　前記抵抗制御部は、前記システム電圧と前記蓄電部の電圧との差の絶対値に応じて、前
記抵抗値を設定する
　（２）乃至（８）に記載の蓄電システム。
（１０）
　所定の電力線に対して接離可能とされ、
　１または複数の蓄電池からなる蓄電部と、
　前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する電流制御部と、
　を有し、
　前記電流制御部は、前記電力線におけるシステム電圧および前記蓄電部の電圧に応じて
、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電モジュール。
（１１）
　蓄電モジュールが接離可能とされる電力線におけるシステム電圧を取得し、
　前記取得したシステム電圧と、１または複数の蓄電池からなる蓄電部の電圧とに応じて
、前記蓄電部と前記電力線との間に流れる電流を制御する
　蓄電モジュールにおける制御方法。
【００９０】
＜３．応用例＞
　本技術の応用例について説明する。なお、本技術の内容は、以下に説明する応用例に限
定されるものではない。
【００９１】
「応用例としての住宅における電力貯蔵装置」
　本技術を住宅用の電力貯蔵装置に適用した例について、図８を参照して説明する。例え
ば住宅１０１用の電力貯蔵装置１００においては、火力発電１０２ａ、原子力発電１０２
ｂ、水力発電１０２ｃ等の集中型電力系統１０２から電力網１０９、情報網１１２、スマ
ートメータ１０７、パワーハブ１０８等を介し、電力が蓄電装置１０３に供給される。こ
れとともに、家庭内発電装置１０４等の独立電源から電力が蓄電装置１０３に供給される
。蓄電装置１０３に供給された電力が蓄電される。蓄電装置１０３を使用して、住宅１０
１で使用する電力が給電される。住宅１０１に限らずビルに関しても同様の電力貯蔵装置
を使用できる。
【００９２】
　住宅１０１には、家庭内発電装置１０４、電力消費装置１０５、蓄電装置１０３、各装
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置を制御する制御装置１１０、スマートメータ１０７、各種情報を取得するセンサ１１１
が設けられている。各装置は、電力網１０９および情報網１１２によって接続されている
。家庭内発電装置１０４として、太陽電池、燃料電池等が利用され、発電した電力が電力
消費装置１０５および－または蓄電装置１０３に供給される。電力消費装置１０５は、冷
蔵庫１０５ａ、空調装置１０５ｂ、テレビジョン受信機１０５ｃ、風呂１０５ｄ等である
。さらに、電力消費装置１０５には、電動車両１０６が含まれる。電動車両１０６は、電
気自動車１０６ａ、ハイブリッドカー１０６ｂ、電気バイク１０６ｃである。
【００９３】
　蓄電装置１０３は、２次電池、またはキャパシタから構成されている。例えば、リチウ
ムイオン２次電池によって構成されている。蓄電装置１０３として、上述した蓄電モジュ
ール３１または蓄電モジュール５０を適用できる。リチウムイオン２次電池は、定置型で
あっても、電動車両１０６で使用されるものでも良い。スマートメータ１０７は、商用電
力の使用量を測定し、測定された使用量を、電力会社に送信する機能を備えている。電力
網１０９は、直流給電、交流給電、非接触給電のいずれか一つまたは複数を組み合わせて
も良い。
【００９４】
　各種のセンサ１１１は、例えば人感センサ、照度センサ、物体検知センサ、消費電力セ
ンサ、振動センサ、接触センサ、温度センサ、赤外線センサ等である。各種センサ１１１
により取得された情報は、制御装置１１０に送信される。センサ１１１からの情報によっ
て、気象の状態、人の状態等が把握されて電力消費装置１０５を自動的に制御してエネル
ギー消費を最小とすることができる。さらに、制御装置１１０は、住宅１０１に関する情
報を、インターネットを介して外部の電力会社等に送信することができる。
【００９５】
　パワーハブ１０８によって、電力線の分岐、直流交流変換等の処理がなされる。制御装
置１１０と接続される情報網１１２の通信方式としては、ＵＡＲＴ(Universal Asynchron
ous Receiver-Transmitter:非同期シリアル通信用送受信回路）等の通信インターフェー
スを使う方法、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆ
ｉ（登録商標）等の無線通信規格によるセンサネットワークを利用する方法がある。
【００９６】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ方式は、マルチメディア通信に適用され、一対多接続の通信を行う
ことができる。ＺｉｇＢｅｅは、ＩＥＥＥ(Institute of Electrical and Electronics E
ngineers) ８０２．１５．４の物理層を使用するものである。ＩＥＥＥ８０２．１５．４
は、ＰＡＮ(Personal Area Network) またはＷ(Wireless)ＰＡＮと呼ばれる短距離無線ネ
ットワーク規格の名称である。
【００９７】
　制御装置１１０は、外部のサーバ１１３と接続されている。このサーバ１１３は、住宅
１０１、電力会社、サービスプロバイダーのいずれかによって管理されていても良い。サ
ーバ１１３が送受信する情報は、たとえば、消費電力情報、生活パターン情報、電力料金
、天気情報、天災情報、電力取引に関する情報である。これらの情報は、家庭内の電力消
費装置（たとえばテレビジョン受信機）から送受信しても良いが、家庭外の装置（たとえ
ば、携帯電話機等）から送受信しても良い。これらの情報は、表示機能を持つ機器、たと
えば、テレビジョン受信機、携帯電話機、ＰＤＡ(Personal Digital Assistants)等に、
表示されても良い。
【００９８】
　各部を制御する制御装置１１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等で構成され、この例では
、蓄電装置１０３に格納されている。制御装置１１０は、蓄電装置１０３、家庭内発電装
置１０４、電力消費装置１０５、各種センサ１１１、サーバ１１３と情報網１１２により
接続され、例えば、商用電力の使用量と、発電量とを調整する機能を有している。なお、
その他にも、電力市場で電力取引を行う機能等を備えていても良い。
【００９９】
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　以上のように、電力が火力発電１０２ａ、原子力発電１０２ｂ、水力発電１０２ｃ等の
集中型電力系統１０２のみならず、家庭内発電装置１０４（太陽光発電、風力発電）の発
電電力を蓄電装置１０３に蓄えることができる。したがって、家庭内発電装置１０４の発
電電力が変動しても、外部に送出する電力量を一定にしたり、または、必要なだけ放電す
るといった制御を行うことができる。例えば、太陽光発電で得られた電力を蓄電装置１０
３に蓄えるとともに、夜間は料金が安い深夜電力を蓄電装置１０３に蓄え、昼間の料金が
高い時間帯に蓄電装置１０３によって蓄電した電力を放電して利用するといった使い方も
できる。
【０１００】
　なお、この例では、制御装置１１０が蓄電装置１０３内に格納される例を説明したが、
スマートメータ１０７内に格納されても良いし、単独で構成されていても良い。さらに、
電力貯蔵装置１００は、集合住宅における複数の家庭を対象として用いられてもよいし、
複数の戸建て住宅を対象として用いられてもよい。
【０１０１】
「応用例としての車両における電力貯蔵装置」
　本技術を車両用の電力貯蔵装置に適用した例について、図９を参照して説明する。図９
に、本技術が適用されるシリーズハイブリッドシステムを採用するハイブリッド車両の構
成の一例を概略的に示す。シリーズハイブリッドシステムはエンジンで動かす発電機で発
電された電力、あるいはそれを電池に一旦貯めておいた電力を用いて、電力駆動力変換装
置で走行する車である。
【０１０２】
　このハイブリッド車両２００には、エンジン２０１、発電機２０２、電力駆動力変換装
置２０３、駆動輪２０４ａ、駆動輪２０４ｂ、車輪２０５ａ、車輪２０５ｂ、電池２０８
、車両制御装置２０９、各種センサ２１０、充電口２１１が搭載されている。
【０１０３】
　ハイブリッド車両２００は、電力駆動力変換装置２０３を動力源として走行する。電力
駆動力変換装置２０３の一例は、モータである。電池２０８の電力によって電力駆動力変
換装置２０３が作動し、この電力駆動力変換装置２０３の回転力が駆動輪２０４ａ、２０
４ｂに伝達される。なお、必要な個所に直流－交流（ＤＣ－ＡＣ）あるいは逆変換（ＡＣ
－ＤＣ変換）を用いることによって、電力駆動力変換装置２０３が交流モータでも直流モ
ータでも適用可能である。各種センサ２１０は、車両制御装置２０９を介してエンジン回
転数を制御したり、図示しないスロットルバルブの開度（スロットル開度）を制御したり
する。各種センサ２１０には、速度センサ、加速度センサ、エンジン回転数センサなどが
含まれる。
【０１０４】
　エンジン２０１の回転力は発電機２０２に伝えられ、その回転力によって発電機２０２
により生成された電力を電池２０８に蓄積することが可能である。
【０１０５】
　図示しない制動機構によりハイブリッド車両が減速すると、その減速時の抵抗力が電力
駆動力変換装置２０３に回転力として加わり、この回転力によって電力駆動力変換装置２
０３により生成された回生電力が電池２０８に蓄積される。
【０１０６】
　電池２０８は、ハイブリッド車両の外部の電源に接続されることで、その外部電源から
充電口２１１を入力口として電力供給を受け、受けた電力を蓄積することも可能である。
電池２０８として、例えば、蓄電モジュール３１または蓄電モジュール５０を適用できる
。
【０１０７】
　図示しないが、２次電池に関する情報に基づいて車両制御に関する情報処理を行なう情
報処理装置を備えていても良い。このような情報処理装置としては、例えば、電池の残容
量に関する情報に基づき、電池残容量表示を行う情報処理装置などがある。
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【０１０８】
　なお、以上は、エンジンで動かす発電機で発電された電力、或いはそれを電池に一旦貯
めておいた電力を用いて、モータで走行するシリーズハイブリッド車を例として説明した
。しかしながら、エンジンとモータの出力がいずれも駆動源とし、エンジンのみで走行、
モータのみで走行、エンジンとモータ走行という３つの方式を適宜切り替えて使用するパ
ラレルハイブリッド車に対しても本技術は有効に適用可能である。さらに、エンジンを用
いず駆動モータのみによる駆動で走行する所謂、電動車両に対しても本技術は有効に適用
可能である。
【符号の説明】
【０１０９】
２・・・蓄電システム
３０・・・ＥＭＵ
３１，５０・・・蓄電モジュール
３３・・・負荷
４１，５１・・・モジュールコントローラ
４２・・・ＢＭＵ
４３・・・蓄電部
４６・・・ブレーカー
４７・・・可変抵抗
５２・・・バイパス回路
ＰＬ１０・・・電力ライン
Ｖｓｙｓ・・・システム電圧
Ｖｂａｔｔ・・・蓄電部の電圧

【図１】 【図２】
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